
172 箇所 259 基

No. 設置場所 所在地 基数 備考

1 リパーク西天満３丁目第３駐車場 北区 西天満3-11-2 2

2 大阪市役所　地下駐車場 北区 中之島1-3-20 1

3 中之島駐車場 北区 中之島3-1-17 1

4 ＯＡＰタワー 北区 天満橋1-8-30 2

5 日産大阪販売㈱大淀店 北区 大淀中5-9-15 1

6 ラッキーパーキング天八交差点 北区 本庄東3-1 2

7 医療法人行岡医学研究会　行岡病院 北区 浮田2-2‐3 1

8 大阪自動車美装工業 北区 豊崎1-3-4 1

9 リーガロイヤルホテル 北区 中之島5-3-68 2

10 阪急電鉄(株) 阪急梅田駅５階 (屋上)駐車場 北区 芝田1-1-2 5

11 エネゲート MID中之島パーキング内 北区 中之島3-6 1

12 共立メンテナンス ドーミーイン梅田東 北区 西天満3-5-35 1

13 大阪トヨペット(株) 北店　【新】 北区 樋之口町3-26 1

14 中野駐車場 都島区 中野町5-10 1

15 日産大阪販売㈱都島店 都島区 友渕町2-15-15 1

16 日産大阪販売㈱都島本通店 都島区 都島本通4-23-12 1

17 ラッキーパーキング東野田町４丁目 都島区 東野田町4-21-8 1

18 日本システムバンク(株) システムパーク桜ノ宮駅前No.2 都島区 中野町4-13-24 1

19 日産大阪販売㈱福島店 福島区 吉野5-14-20 1

20 ラッキーパーキング玉川2丁目 福島区 玉川2-9 2

21 BMW　Osaka 福島区
福島7-20-1
KM西梅田ビルB2

1

22 大阪トヨタ　福島店 福島区 福島5-17-2 1

23 (株)グッドハウジング フルーツパーク福島4丁目 福島区 福島4-4 1

24 大阪トヨペット(株) 福島店 福島区 吉野5-13-21 1

25 ネッツトヨタ中央大阪(株) 福島店 福島区 吉野5-5-21 1

26 此花会館/梅香殿駐車場 此花区 西九条5-4-24 1

27 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 此花区 桜島2-1-33 5

28 上方温泉 一休 (大阪) 此花区 酉島5-9-31 10

29 ホテルロッジ舞洲 此花区 北港緑地2-3-75 1

30 大阪府庁(大手前)第２駐車場 中央区 大手前3-1-43 2

31 (株)NTT西日本アセット･プランニング APパーク島之内　【新】 中央区 島之内2-14-15 2

32 リパーク博労町１丁目第３ 中央区 博労町1-9-5 2

33 商都自動車㈱ 中央区 瓦屋町1-5-3 1

34 大阪市立法円坂駐車場(第2号ブロック) 中央区
法円坂2
(中央大通り高架下)

2

35 天満八軒家駐車場 中央区 北浜東1-2 1

36 ＧＳパーク銀泉本社前 中央区 高麗橋4-6-12 1

37 マイドームおおさか（地下2階駐車場） 中央区 本町橋2-5 1

38 阪神高速サービス　信濃橋駐車場 中央区 北久宝寺4 2

■大阪市内の倍速充電施設リスト（平成29年3月31日時点）
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39 パークNET心斎橋駐車場 中央区 南船場4-5-10 1

40 大阪トヨタ自動車(株) 松屋町店 中央区 和泉町2-3-8 1

41 大阪トヨペット(株) 中央店 【新】 西区 立売堀3-1-1 1

42 ㈱西大阪自動車 西区 九条南1-9-29 1

43 大阪市立西横堀駐車場(第7号ブロック) 西区
立売堀1-3
（阪神高速1号環状線高架下）

2

44 西日本三菱自動車販売㈱大阪西店 西区 北堀江4ｰ16ｰ9 1

45 日産大阪販売㈱堀江店 西区 南堀江3-14-22 1

46 日産大阪販売㈱川口店 西区 川口2-3-11 1

47 イオンモール大阪ドームシティ 西区 千代崎3-13-1 4

48 (株)西出自動車工作所 本社 西区 新町1-12-8 2

49 (株)ミューズ パークＮＥＴ新町1丁目駐車場 Charge Café 西区 新町1-5-8 1

50 ラッキーパーキング江戸堀1丁目② 西区 江戸堀1-26-22 1

51 大阪トヨタ自動車(株) 西店 西区 川口2-6-11 1

52 トヨタカローラ大阪(株) 本社営業店 西区 北堀江1-21-19 1

53 (株)日本駐車場サービス ラッキーパーキング立売堀１丁目 西区 立売堀1-9-18 1

54 株式会社タモツ自動車工作所 港区 波除3-1-4 1

55 システムパーク天保山 港区 築港3-1-29 1

56 ホテルシーガルてんぽーざん大阪 港区 海岸通1-5-15 2

57 イケア・ジャパン㈱IKEA鶴浜 【新】 大正区 鶴町2-24-55 4

58 丸正自動車㈱ 天王寺区 清水谷町4-25 1

59 日産大阪販売㈱天王寺店 天王寺区 下寺町2-4-32 1

60 大阪トヨタ自動車(株) 天王寺店 天王寺区 大道2-10-17 1

61 大阪トヨペット(株) 天王寺店 天王寺区 下寺町2-2-35 1

62 日産チェリー浪速 浪速区 下寺3-1-30 1

63 ビーイングエンタープライズ(有) 浪速区 敷津西1-1-20 1

64 トヨタカローラ浪速(株) なんば本店 浪速区 敷津西1-1-2 1

65 南海電気鉄道(株) なんばパークス (立体駐車場） 浪速区 難波中2-10-70 24

66 ネッツトヨタ中央大阪(株) なんば店 浪速区 桜川1-5-13 1

67 大阪トヨペット(株) なんば店 浪速区 桜川1-5-8 1

68 (株)東邦アウトフロイデ Volkswagen大阪なんば 浪速区 元町1-10-7 1

69 西淀川区役所　地下駐車場 西淀川区 御幣島1-2-10 1

70 日産大阪販売㈱歌島橋店 西淀川区 姫里3-12-44 1

71 大功自動車工業 西淀川区 大野1－12－20 1

72 ネッツトヨタ中央大阪　西淀川野里店 西淀川区 野里3-1-12 1

73 大阪トヨタ自動車(株) 野里店 西淀川区 姫里1-16-22 1

74 大阪トヨペット(株) 西淀店 西淀川区 野里3-2-12 1

75 トヨタカローラ新大阪(株) 西淀店 西淀川区 御幣島4-14-1 1

76 西日本三菱自動車販売㈱新大阪店 淀川区 新高1-4-10 1

77 トヨタカローラ新大阪　新大阪本店 淀川区 東三国3-11-2 1

78 日産レンタカー新大阪新幹線駅前店 淀川区 西中島5-14-15 2
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79 阪食 阪急オアシス 神崎川店 淀川区 三津屋北1-36-6 2

80 大阪トヨタ自動車(株) 十三店 淀川区 新高1-9-35 1

81 トヨタカローラ新大阪(株) 十三店 淀川区 新高4-15-91 1

82 東淀川区屋内プール　地下駐車場 東淀川区 東淡路1-4-53 1

83 タイムズ淀川キリスト教病院 東淀川区 柴島1-7 1

84 日産大阪販売㈱東淀川店 東淀川区 菅原4-11-5 1

85 日産大阪販売㈱豊里店 東淀川区 豊新1-5-28 1

86 大阪トヨタ自動車(株) 吹田店 東淀川区 下新庄6-9-22 1

87 日本システムバンク(株) システムパーク豊里 東淀川区 豊里5-8-2 1

88 日本システムバンク(株) システムパーク北江口 東淀川区 北江口4-4-43 1

89 大阪トヨペット(株) 東成店　【新】 東成区 深江北1-17-9 1

90 関西日佛自動車㈱ 東成区 大今里南3-5-28 1

91 生野区役所　地下駐車場 生野区 勝山南3-1-19 1

92 大阪トヨペット(株) 生野店　【新】 生野区 巽東3-12-9 1

93 日産大阪販売㈱生野店 生野区 巽中4-16-11 1

94 春日自動車㈱ 生野区 中川1-4-7 1

95 大阪トヨタ　生野店 生野区 巽中１－２５－２ 1

96 ㈱共同自動車整備工業所　ロータス共同自動車 生野区 新今里7-2-11 1

97 日本システムバンク(株) システムパーク新今里 生野区 新今里3-10-25 1

98 日本システムバンク(株) システムパーク巽東 生野区 巽東4-11-12 1

99 大宮パーキング 旭区 大宮4-5-13 1

100 大阪市立芸術創造館 旭区 中宮1-11-14 1

101 徳永自動車(株) 日産チェリー旭 旭区 生江3-2-7 1

102 大阪トヨペット(株) 都島店　【新】 城東区 成育1-7-16 1

103 日産大阪販売㈱城東店 城東区 成育1-8-16 1

104 ラッキーパーキング放出西３丁目 城東区 放出西3-5-20 1

105 社会医療法人大道会　森之宮病院 城東区 森之宮2-1-88 1

106 システムパーク新・鴫野西 城東区 鴫野西5-15-12 2

107 大阪トヨタ自動車(株) 城東店 城東区 関目1-1-5 1

108 ネッツトヨタ大阪(株) ネッツタウン今福 城東区 今福東2-13-29 1

109 トヨタカローラ大阪(株) 城東しぎの店 城東区 鴫野西5-19-22 1

110 システムパーク焼野1丁目南9 鶴見区 焼野1-9 1

111 ジョーシン鶴見店 鶴見区 緑１－１８－１１ 1

112 Car Techno Japan㈱　本社 鶴見区 鶴見1-6-91 1

113 セガワ㈱ 鶴見区 鶴見1-6-128 1

114 日産大阪販売㈱鶴見店 鶴見区 横堤1-12-35 1

115 三井アウトレットパーク大阪鶴見 鶴見区 茨田大宮2-7-70 1

116
鶴見老人保健施設
ラガール

鶴見区 横堤4-3-30 1

117 BMW Osaka(株) 城東鶴見支店 鶴見区 緑 1-8-5 1

118 日本システムバンク(株) システムパーク茨田大宮 鶴見区 茨田大宮2-2-45 1
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119 日本システムバンク(株) システムパーク今津北4丁目 鶴見区 今津北4-3-27 1

120 日本システムバンク(株) システムパーク放出東3丁目 鶴見区 放出東3-18-18 1

121 日本システムバンク(株) システムパーク焼野1丁目南9　【新】 鶴見区 焼野1南9 1

122 トヨタカローラ大阪(株) 花博店 鶴見区 鶴見5-1-1 1

123 イオンモール鶴見緑地 鶴見区 鶴見4-17-1 10

124 あべのルシアス 阿倍野区 阿倍野筋1-5-1 1

125 大阪トヨペット(株) 阿倍野店 【新】 阿倍野区 阪南町3-28-3 1

126 トヨタカローラ南海(株) 阿倍野店 阿倍野区 阪南町4-1-2 1

127 ネッツトヨタ南海(株) 南港店　【新】 住之江区 北加賀屋5-6-1 1

128 オートサービスセンター協同組合 住之江区 南港東3-4-43 1

129 (社)大阪府自動車整備振興会 住之江区 南港東3-5-6 1

130 南港ポートタウン中央ゲート駐車場 住之江区 南港中4-8 1

131 日産大阪販売㈱住之江店 住之江区 西加賀屋1-1-39 1

132 大阪アカデミア 住之江区 南港北1-3-5 2

133 大阪トヨタ　住之江店 住之江区 北加賀屋2-2-15 1

134 (株)名門大洋フェリー フェリー (大阪南港) 住之江区 南港南2-2-24 5

135 トヨタカローラ南海(株) 住之江店　【新】 住之江区 浜口西3-12-8 1

136 アジア太平洋トレードセンター(株) ATC 第1駐車場 住之江区 南港北2-1-10 10

137 日産チェリー住吉 住吉区 上住吉1-3-25 1

138 住吉区役所 住吉区 南住吉3-15-55 1

139 日産大阪販売㈱住吉店 住吉区 殿辻1-9-26 1

140 ㈱ウジタオートサロン 住吉店 住吉区 万代東4-4-16 1

141 大阪トヨペット　住吉店 住吉区 南住吉1-25-23 1

142 ネッツトヨタ南海　住吉店 住吉区 南住吉2-18-26 1

143 トヨタカローラ南海(株) Volkswagen帝塚山 住吉区 万代6-9-2 1

144 日本システムバンク(株) システムパーク清水丘 住吉区 清水丘1-5-19 1

145 日産大阪販売㈱東住吉店 東住吉区 今川5-6-23 1

146 ソフトバンク杭全 東住吉区 杭全6－12－10 1

147 トヨタカローラ南海(株) Volkswagen東住吉 東住吉区 杭全6-12-22 1

148 大阪トヨタ自動車(株) 東住吉店 東住吉区 今川5-1-24 1

149 ネッツトヨタ中央大阪(株) 東住吉くまた店 東住吉区 杭全5-12-10 1

150 日本システムバンク(株) システムパーク公園南矢田 東住吉区 公園南矢田1-13-1 1

151 (株)グッドハウジング フルーツパーク住道矢田6丁目 東住吉区 住道矢田6-16-1 1

152 大阪トヨペット(株) 平野店 【新】 平野区 平野元町5-26 1

153 大阪市立平野区民センター 平野区 長吉出戸5-3-58 1

154 日産大阪販売㈱平野店 平野区 西脇3-4-7 1

155 ラッキーパーキング瓜破西2丁目 平野区 瓜破西2-10-2 1

156 植田自動車 平野区 加美正覚寺3-1-25 1

157 日昇自動車 平野区 瓜破西1-7-4 1

158 トヨタカローラ南海　平野店 平野区 背戸口1-21-24 1
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159 (株)レンタス イエローハット平野店 平野区 瓜破2-2-15 1

160 大阪トヨタ自動車(株) 中環平野店 平野区 長吉出戸7-1-18 1

161 トヨタカローラ南海(株) 新喜連店 平野区 喜連西4-6-75 1

162 トヨタカローラ南海(株) 加美店 平野区 加美南4-5-11 1

163 日産チェリー西成 西成区 松1-1-21 1

164 日産大阪販売㈱玉出店 西成区 南津守7-4-27 1

165 日産大阪販売㈱今宮店 西成区 南開1-6-24 1

166 ネッツトヨタ大阪(株) ネッツタウン玉出 西成区 南津守7-4-21 1

167 トヨタカローラ南海(株) 岸ノ里店 西成区 天下茶屋3-27-11 1

168 大阪トヨタ自動車(株) 今宮店 西成区 中開1-2-3 1

169 日本システムバンク(株) システムパーク梅南2丁目 西成区 梅南2-5-6 1

170 トヨタカローラ南海(株) 南港店 西成区 南津守7-14-18 1

171 (株)ニトリ ニトリ西成店 西成区 出城1-2-37 3

172
(株)日本駐車場サービス ラッキーパーキング長橋１丁目
【新】

西成区 長橋1-4-7 1

※インターネット上で公開された充電施設情報等をもとに大阪府・大阪市が独自に集計したもの
【新】　平成28年9月5日以降に設置されたもの
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